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２０１７年４月７日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

デックス東京ビーチのゴールデンウィークイベント

好評の「デックス東京ビーチ×レゴ®バットマン ザ・ムービー レゴ®バットマンＧＯ！！ＧＯ！！フェスタ」や
参加型イベントなど、２０１７年５月７日（日）まで開催
～ シーサイドモール４Ｆ「台場一丁目商店街」では「東京トリックアート迷宮館」リニューアルや新店舗オープン ～
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本社：東京都港区、社長：佐藤一志）が運営管理する東京・お台場の商業施
設「デックス東京ビーチ」では、映画『レゴ®バットマン ザ・ムービー』の公開を記念して、「デックス東京ビーチ×レゴ®
バットマン ザ・ムービー レゴ®バットマンＧＯ！！ＧＯ！！フェスタ」や参加型イベントなどを２０１７年５月７日（日）ま
で期間限定で好評開催中です。
４月１日（土）に新作映画が公開され、同日名古屋に「レゴランド®・ジャパン」もオープンし、レ
ゴブームの機運が高まっている今春、３００万個を超えるレゴ®ブロックで飾られた人気屋内型
エンターテインメント施設「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」とデックス東京ビーチのコ
ラボレーションが実現しました。開始以来ファミリーやグループのお客さまからご好評をいただ
いている、ゴールデンウィークのおでかけにぴったりなイベントです。

■屋外体感型イルミネーションでレゴ®バットマンたちがリアクション！
映画の日本語吹替版主題歌とイルミネーションの連動も！
「お台場イルミネーション“ＹＡＫＥＩ”～映画『レゴ®バットマン ザ・ムービー』Ｖｅｒ．～」

イベントキービジュアル

デックス東京ビーチの通年点灯型イルミネーション｢お台場イルミネーション“ＹＡＫＥＩ”｣を、 「お台場イルミネーショ
ン“ＹＡＫＥＩ”～映画『レゴ®バットマン ザ・ムービー』Ｖｅｒ．～」として、期間限定で点灯し、多くのお客さまに楽しんでい
ただいております。
人の動きを感知し映像に反映する屋外体感型イルミネーション「ＩＬＬＵＳＩＯＮ ＤＯＭＥ（イリュージョンドーム）」では、
レゴ®バットマンに触れると姿が一瞬で消えカミナリとともに現れたり、それぞれのキャラクターに触れると弾けるよう
に炎や輝きが現れたりする体感型の演出を実施するほか、１時間に２回、映画の予告編を放映します。
高さ約２０メートルの「台場メモリアルツリー」を中心にした全長約２００ｍに渡る「樹木イルミネーション」では、約２２
万球の光による、Ｋｉｓ－Ｍｙ－Ｆｔ２が歌う映画の日本語吹替版主題歌「レッツゴー！！」と連動した演出を楽しめます。
フォトスポットとして人気の「ハートのオブジェ」も、キャラクターの装飾を施して『レゴ®バットマン ザ・ムービー』仕様
になり、一日中撮影を楽しめます。ボタンを押すと音が流れる演出は終日実施され、１９：００以降は樹木イルミネーシ
ョンとも連動します。

上左：「イリュージョンドーム」、上右：｢お台場イルミネーション“ＹＡＫＥＩ”｣全体イメージ
（左下が『ハートのオブジェ』、中央が『樹木イルミネーション』）、下「ハートのオブジェ」（全てイメージ）

◆点灯期間：２０１７年５月７日（日）まで １９：００～２４：００
※変更となる場合があります
・ 「イリュージョンドーム」予告編放映：１９：１５～２１：１５の間で、
毎時１５分、４５分スタート
・ 「樹木イルミネーション」と日本語吹替版主題歌との連動演出：１９：００～２１：３０の間で、
毎時００分、３０分スタート
・ 「ハートのオブジェ」音：終日、樹木イルミネーションとの連動：１９：００～２１：３０ ※変更となる場合があります。

◆場所：お台場海浜公園 デックス東京ビーチ３Ｆ シーサイドデッキ

■『レゴ®バットマン ザ・ムービー』仕様のフォトスポットを館内２か所に設置
『レゴ®バットマン ザ・ムービー』仕様のフォトスポットをデックス広場に設置し、
フォトジェニックな空間を展開しています。
◆期間：２０１７年５月７日（日）まで １１：００～２１：００
◆場所：シーサイドモール３F デックス広場
およびデックス東京ビーチ３階 シーサイドデッキ上ハートのフォトスポット
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フォトスポットイメージ

■プロスケーターのパフォーマンスと無料スケートスクールを開催
プロスケーターが様々な技を披露し、スケートスクールも無料で開催します。さらに、
イベントご参加の方には、レゴランド・ディスカバリー・センター東京の入場券も当たる抽
選会を実施します。※雨天中止
◆日時：２０１７年５月６日（土）①１３：００～1４：００ ②１６：００～１７：００
◆場所：デックス東京ビーチ３Ｆ シーサイドデッキ

スケボーパフォーマンス イメージ

■キャンドルアート作り無料体験教室開催
家族で楽しめるキャンドルアートづくりの無料体験教室を開催します。
ゴールデンウィークらしい、鯉のぼり、金太郎、兜など１５種類のガラス細
工からお好きなセットをお選びいただけます。※各回定員１８名予定
◆期間：２０１７年５月３日（水・祝）から５日（金・祝）まで
①１１：００～１２：００ ②１３：００～１４：００ ③１４：００～１５：００
④１５：００～１６：００
◆場所：シーサイドモール４階 台場一丁目商店街タワー広場

左：キャンドルアート 右：ガラス細工イメージ

■「レゴ®バットマン」着ぐるみグリーティングを実施
「レゴ®バットマン」の着ぐるみが館内に登場します。館内をねり歩き、写真撮影や握手に応じます。
◆期間：２０１７年５月３日（水・祝）から６日（土）まで
①１１：００ ②１２：３０ ③１４：００ ④１５：３０ 各回３０分
◆場所：デックス東京ビーチ館内

イメージ

■ＧＷガラポン抽選会開催
当日レシート合算３，０００円（税込）ごとに１回抽選に参加いただけます（お一人様最
大１０回まで）。レゴランド・ディスカバリー・センター東京の年間パスポートなど豪華賞品
をご用意しています。
◆期間：２０１７年５月３日（水・祝）から７日（日）まで １１：００～２１：００
◆場所：シーサイドモール５階 レストラン広場

レゴランド・ディスカバリー・センター東京の
年間パスポートイメージ

■『レゴ®バットマン ザ・ムービー』限定ノベルティプレゼント！
飲食店全店舗を含むデックス東京ビーチ内対象店舗で１会計あたり１，０００円（税込）
以上ご利用いただくと、デックス東京ビーチ限定『レゴ®バットマン ザ・ムービー』特製ノベ
ルティをプレゼントします。 ※なくなり次第終了
◆期間：２０１７年５月７日（日）まで ※各店舗なくなり次第終了
◆場所：レストラン＆カフェ全店を含むデックス東京ビーチ内対象店舗
ノベルティカードイメージ
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映画『レゴ®バットマン ザ・ムービー』について
『レゴ®バットマン ザ・ムービー』は、レゴ®ブームを巻き起こした大ヒット作『ＬＥＧＯ®ムー
ビー』の続編。今度はレゴ®バットマンが主人公として大活躍する、ギャグあり、涙ありの冒
険ムービーです。吹替版の出演（声優）は、山寺宏一、小島よしお、オカリナ（おかずクラ
ブ）、ゆいＰ（おかずクラブ）が務めます。
配給：ワーナー･ブラザース映画
新宿ピカデリー他 全国ロードショー中
日本語吹替版主題歌 「レッツゴー！！」 Ｋｉｓ－Ｍｙ－Ｆｔ２
映画『レゴ®バットマン ザ・ムービー』公式サイト：legobatmanmovie.jp
公式 twitter：@legobatmanjp

＃レゴバットマン

※映画画像使用の場合は下記クレジットの記載をお願いします（下記全てを記載下さい）。
© 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ANDRATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

【シーサイドモール４Ｆ「台場一丁目商店街」が今秋の１５周年に向けリニューアル】

イメージ

日本生まれの体験型アート「東京トリックアート迷宮館」、「手づくり」が楽しめる店舗など
２０１７年４月２０日（木）リニューアル完成
「デックス東京ビーチ」では、シーサイドモール４Ｆ「台場一丁目商店街」のリニューアルが２０１７年４月２０日（木）に
完成しますのであわせてお知らせいたします。
今回のリニューアルでは、日本生まれの体験型アート施設「東京ト
リックアート迷宮館」が「台場一丁目商店街」に登場、２つの異なるゾ
ーンで体験型アートを楽しむことができます。その他にも、昭和の時
代の良さを感じることができる新規オープン店舗が登場します。「台場
一丁目商店街」は２００２年１０月にオープン以来、国内外の多くの方
にご来場いただいております。今秋の１５周年を前に、お台場を代表
するスポットとしてより多くの方に親しんでいただけるようリニューアル
を実施しました。

■すべて手描き！日本生まれの体験型アート
「東京トリックアート迷宮館」
国内外を問わず、多くの方に“和”をモチーフにした“トリックアート”が楽しま
れている「東京トリックアート迷宮館」が、４月７日（金）、アイランドモールから
移転・拡大リニューアルオープンします。トリックアートは、全て手描きで描か
れた日本生まれの体験型アートです。
今回のリニューアルでは、“華やかな江戸の彩”をコンセプトに、好評の「江戸テーマゾーン」をさらにスケールアッ
プすることで、より魅力溢れるトリックアート美術館として生まれ変わります。
「江戸テーマゾーン」は、花魁道中やお祭りなど、町民達によるユーモアたっぷりの世界が広がり、国内はもとより
海外からの旅行客も、日本の美と芸術を満喫いただけます。
また「トリックアート名作ギャラリー」に展示された最新のトリックアート作品では、不思議な体験と写真撮影を楽しむ
ことができ、「脳トレコーナー」ではトリック満載のクイズ作品など、見るだけで楽しい作品も展示しています。
※「ＴｒｉｃｋＡｒｔ（トリックアート）」は株式会社エス・デーの登録商標です

左：江戸テーマゾーン「お神輿わっしょい」

中央：同「餅屋」

右：トリックアート名作ギャラリー「恐竜の背中に乗って大冒険」

◆オープン日：２０１７年４月７日（金）
◆営業時間：１１：００～２１：００（最終入館２０：３０）
◆オープン特典：オリジナルグッズプレゼント ※なくなり次第終了

■キン肉マン ＫＩＮ２９ＳＨＯＰ（きんにくしょっぷ）
昭和生まれで平成にわたり親しまれている国民的名作マンガ、「キン肉マン」
のオフィシャルショップが台場一丁目商店街にオープンします。Ｔシャツや雑貨
などキン肉マンキャラクターが揃います。
◆オープン日：２０１７年４月２０日（木）
◆オープン特典：１０，０００円（税込）以上お買い上げのお客様に
ＫＩＮ２９ＳＨＯＰオリジナル「ビッグ缶バッジ」プレゼント！（数量限定） ※なくなり次第終了

■東京クラフトタウン
「東京クラフトタウン」は、およそ１，０００種類の中から好きなパーツを選んで世
界に一つだけのクリアキャンドルやスノードームを作れる手づくり体験教室です。
ファミリーやお友達、カップルで楽しく思い出に残る体験を提供します。
◆オープン日：２０１７年４月１８日（火）
◆オープン特典：２，０００円（税込）以上お買い上げもしくは、
「手づくり体験購入」のお客様に「カラージェルキャンドル作り体験」
プレゼント ※先着５００名様限定

■ＯＷＮ ＯＮＥ ＳＨＯＰ
昭和の「手づくり」の時代をほうふつとさせる、大型のミシンを使って世界に一つだ
けのオリジナルＴシャツやキャップへの刺繍がその場でできるお店です。豊富なオリ
ジナルデザインや文字から自由に選びレイアウトできます。
◆オープン日：２０１７年４月７日（金）
◆オープン特典：４月９日（日）までに刺繍のオーダーをいただいたお客様は、刺繍代金１０％引き

＜施設概要＞
施 設 名 称

デックス東京ビーチ （デックストウキョウビーチ）

所 在 地
店 舗 数
営 業 時 間

〒１３５－００９１東京都港区台場１－６－１
８９店舗（２０１７年４月７日現在）
路面店舗 レストラン、カフェ、物販、サービス、その他ショップ
３Ｆ～５Ｆ レストラン、カフェ、物販、東京トリックアート迷宮館
３Ｆ
東京ジョイポリス
３Ｆ
マダム・タッソー東京（入口）
３Ｆ

施設代表ＴＥＬ
公 式 Ｈ Ｐ
ア ク セ ス

レゴランド・ディスカバリー・センター東京（入口）

５Ｆ
レストラン
６Ｆ
レストラン
０３－３５９９－６５００
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｏｄａｉｂａ-ｄｅｃｋｓ.ｃｏｍ/
電車
ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩２分
りんかい線「東京テレポート」から徒歩５分
車
首都高速１１号台場線「台場ランプ」から約３分
首都高速湾岸線「有明/臨海副都心ランプ」から約４分

各店により異なる
１１：００～２１：００
１０：００～２２：００ （最終入場２１：１５）
平 日 １１：００～２０：００ （最終入場１９：００）
土日祝 １０：００～２０：００ （最終入場１９：００）
平 日 １０：００～２０：００ （最終入場１８：００）
土日祝 １０：００～２１：００ （最終入場１９：００）
１１：００～２３：００
１１：００～２４：００

